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従来、「メディアと人との関わり」を研究課題とし
ているが、2008 年度もそうした研究を進めるととも
に、その成果を、論文、報告書、学会発表などによっ
て報告した。とくに著名な国際誌に共著論文を発表
した。2008 年度における主要な仕事としては、テレ
ビゲームの格付け機関であるコンピュータエンター
テインメントレーティング機構（CERO）の取り組み
について他の研究者とともに調査し、その改善を具
体的に提言する実践的な研究があった。この他にも、
情報リテラシーやメディア・リテラシー教育の教材
の開発に協力するなどの仕事を行った。

My research interests are in relationships between 
media and people, and in the fiscal year of 2008, I 
have still conducted some studies on this issue and 
presented articles where their findings are reported 
with my coresearchers.  Some articles have been 
published in famous journals.  My important work 
of fiscal year of 2007 was the evaluation research 
project on the activities of Computer Entertainment 
Rating Organization (CERO).  My corresearchers 
and I  made some recommendat ions for  the 
improvement of the activities, based on the results 
of some investigations.  In addition, I contributed 
to the development of some teaching materials of 
information literacy and media literacy.

・坂元 章 (2008, 8) 本プロジェクトと本報告書の概要 コンピュータエンターテインメントレーティング機構
（編） テレビゲームとレーティングの社会的受容に関する調査報告書 Pp. 1-4.

・Anderson, C. A., Sakamoto, A., Gentile, D. A., Ihori, N., Shibuya, A., Yukawa, S., Naito, M., & Kobayashi, K. (2008, 
11)　Longitudinal effects of violent video games on aggression in Japan and the United States. Pediatrics, 
122(5), e1067-e1072.

・Ando, R., & Sakamoto, A. (2008, 5) The effect of cyber-friends on loneliness and social anxiety: Differences 
between high and low self-evaluated physical attractiveness groups. Computers in Human Behavior, 24 (3), 
993-1009.

・Shibuya, A., Sakamoto, A., Ihori, N., & Yukawa, S. (2008, 12) The effects of the presence and contexts of 
video game violence on children: A longitudinal study in Japan. Simulation & Gaming, 39(4), 528-539.

・坂元章（監修） NTT ドコモ・サービス（制作） (2008, 4) [ スライド、冊子、ビデオ ] ケータイ安全教室 ―ト
ラブルに会わないために いま、しなければならないこと― （小学生用、中学生・高校生用、教員用、保護者用）
NTT ドコモ 
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　◆教育内容　／　Educational Pursuits

　◆メッセージ

　◆研究計画

「メディアと人間の関わり」について知りたい方は、「メディアと人間の発達」（学文社、坂元 章編、2003 年）
をご参照ください。とくにテレビゲームについては、「テレビゲームと子どもの心」（メタモル出版、坂元 章、
2004 年）をご覧ください。

従来、学部および大学院において、社会心理学に
関する授業を担当しており、その領域の研究、理論、
方法などの指導を行っている。卒業論文、修士論文、
博士論文の研究においては、メディアに関するテー
マを持つ学生が多く、その分野の指導を行っている。
例えば、2008 年度の修士論文、博士論文のテーマを
挙げると、「テレビドラマが子どもの職業観に及ぼす
影響」「携帯電話の使用が子どもの対人関係に及ぼす
影響」であった。また、博士前期課程における新し
い副専攻的プログラムである「社会コミュニケーショ
ン・プログラム」の運営に携わった。

　I have some classes on the field of social psychology 
for graduate and undergraduate school students, 
and I have been teaching them its research, theories, 
methods, etc.  In addition, most students belonging 
to my laboratory study issues on media to make 
their bachelor’ s, master’ s, and doctoral theses, and 
therefore I have been engaging in the guidance of 
the field.  For example, as to the fiscal year of 2008, 
the titles of master’ s and doctoral theses were “The 
influence of television drama on children’ s views 
of careers” and “The influence of mobile phone 
use on children’ s interpersonal relationships.”  In 
addition, I contributed to the management of “Social 
communication program” , which is a new submajor 
program of master’ s course.

現在、メディアの心理学的研究について、いくつかのテーマに関する研究を進めているが、今後は、それぞ
れの研究を充実させるとともに、この分野の研究の活性化や、その「メディア心理学」という一つの研究領域
としての確立に尽力したい。
  その一方で、メディアに関する現実的な問題に取り組むためには、他の分野や専門との連携が重要であり、
それゆえ、共同研究にも意欲的に取り組みたいと考えている。




